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(57)【要約】
　負圧を供給するための負圧包帯と共に使用するための
デバイス。当該デバイスは、ポンプモジュールと、コン
トローラーモジュールとを含む。ポンプモジュールは、
ポンプおよび動力源を含む。ポンプモジュールは、コン
トローラーモジュール内に取り外し可能に収容される。
ポンプモジュールとコントローラーモジュールとは、物
理的接続および空気接続の両方を提供するコネクターを
用いて接続することができる。コントローラーモジュー
ルは、デバイスの状態を、ある距離だけ離れて観察する
ことを可能とするための一つ以上の視覚的インジケータ
を含んでいてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負圧創傷治療包帯と共に使用するためのデバイスであって、前記デバイスは、
　　コントローラーモジュールであって、ハウジングと、ＣＰＵおよびサポート電子装備
を有する回路基板と、チェックバルブと、圧力センサーと、を含むコントローラーモジュ
ールと、
　　ポンプモジュールであって、ポンプおよび動力源を含むポンプモジュールと、を具備
し、
　前記ポンプモジュールは前記ハウジング内に取り外し可能に収容されていることを特徴
とするデバイス。
【請求項２】
　前記ポンプモジュールに対して前記コントローラーモジュールを接続するためのコネク
ターをさらに具備し、前記コネクターは物理的接続および空気接続を提供することを特徴
とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記ポンプモジュールはハウジングを含み、かつ、前記ポンプおよび動力源は前記ポン
プモジュールの前記ハウジング内に収容されることを特徴とする請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項４】
　前記コントローラーモジュールの前記ハウジングは、前記ポンプモジュールの前記ハウ
ジングをスライド可能に収容することを特徴とする請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記ポンプモジュールに対して前記コントローラーモジュールを接続するためのコネク
ターをさらに具備し、前記コネクターは物理的接続および空気接続を提供することを特徴
とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記デバイスはボタンリリースを含むことを特徴とする請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記コントローラーモジュールの前記ハウジングは開口を含み、かつ、前記ボタンリリ
ースは前記開口を経てアクセス可能であることを特徴とする請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記ポンプは、前記コントローラーモジュールへと伝達されかつ前記コントローラーモ
ジュールの前記ハウジングにおけるポートを経てコントローラーモジュールを出る負圧を
形成することを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記コントローラーモジュールはさらに、５フィートよりも大きな距離で前記デバイス
の状態の指標を提供する少なくとも一つの視覚的インジケータを含むことを特徴とする請
求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記デバイスを取り外し可能に収容すると共に複数の異なるアイテム上に前記ケースを
取り付けることを可能とするための調節可能なストラップを有するケースを、さらに具備
することを特徴とする請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記コントローラーモジュールから離れるように前記ポンプモジュールに力を付与する
、前記コントローラーモジュールの前記ハウジング内の少なくとも一つのスプリングを、
さらに具備することを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記コントローラーモジュールの前記ハウジング内に少なくとも一つのスプリングを、
さらに具備し、前記コネクターが係合解除されたとき、前記少なくとも一つのスプリング
は、前記コントローラーモジュールから離れるように前記ポンプモジュールを移動させる
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ために前記ポンプモジュールに力を付与することを特徴とする請求項５記載のデバイス。
【請求項１３】
　キットであって、
　　コントローラーモジュールであって、ハウジングと、ＣＰＵおよびサポート電子装備
を有する回路基板と、チェックバルブと、圧力センサーと、を含むコントローラーモジュ
ールと、ポンプモジュールであって、ポンプおよび動力源を含むポンプモジュールと、を
具備し、前記ポンプモジュールは前記ハウジング内に取り外し可能に収容されているデバ
イスと、
　　負圧創傷治療包帯と、を具備することを特徴とするキット。
【請求項１４】
　前記負圧創傷治療包帯は、前記包帯内で滲出液を収集しかつ蓄えることを特徴とする請
求項１３に記載のキット。
【請求項１５】
　前記負圧創傷治療包帯に対して前記デバイスを接続するためのチューブをさらに具備す
ることを特徴とする請求項１３に記載のキット。
【請求項１６】
　前記負圧創傷治療包帯に対して前記デバイスを接続するためのチューブをさらに具備す
ることを特徴とする請求項１４に記載のキット。
【請求項１７】
　本明細書中で説明したようなデバイス。
【請求項１８】
　本明細書中で説明した一つ以上の実施態様に係るデバイス。
【請求項１９】
　負圧創傷治療包帯を備えた本明細書で説明したようなデバイスを有するキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本願は、２０１１年５月２４日に提出された米国仮出願番号第６１／４８９，２９９号
（その全体は本明細書中に組み込まれる）に対して優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、創傷部位に負圧を提供するための、コントローラーモジュールおよびポンプ
モジュールを有するデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　負圧創傷治療は、人の特定の創傷や腫物を治療するために使用される一つの方法である
。一般に、包帯が創傷部位の上に配置され、そしてポンプに接続される。ポンプは吸引力
を提供し、創傷部位において包帯の下に負圧を形成する。滲出液およびその他の物質は創
傷部位から除去され、そして創傷治癒が進行する。
【０００４】
　ある負圧創傷治療システムは大型ポンプを利用する。とういのは、それらは、創傷部位
から除去された滲出液およびその他の液体を蓄えるためのキャニスターまたはその他の構
造体を必要とするからである。こうしたシステムは、治療中に、患者の動きを阻害するか
妨げることがあり、一般に大型で扱い難い。さらに、患者は、自身の体と関連付けられた
、そうした大型ポンプおよび／またはデバイスと共に動き回る際に、不快さを感じること
がある。
【０００５】
　その一方、滲出液および他の物質が使い捨て包帯内に蓄えられるために、そうしたキャ
ニスターを必要としない、ある負圧創傷治療システムが存在する。ある、そのようなシス
テム／包帯は、ミネソタ州、Mendota HeightsのKalypto Medical, ＬＬＣによって提供さ
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れている。
【０００６】
　このデバイス／システムはキャニスターを必要としないので、手持ち式ポンプ（あるい
はその他の概して小型のポンプ）が、これらのタイプの包帯と関連して使用することがで
きる。たとえば、特許文献１（本願出願人に譲渡され、その全体がこの引用によって本明
細書中に組み込まれる）は、（包帯内の液体／排泄物を収集し蓄える）そうした包帯と関
連して使用される小型ポンプを開示している。それに開示されたポンプは、コントローラ
ーモジュールとポンプモジュール内の小型ポンプとを利用する。
【０００７】
　だが、そのようなデバイスは有益でありかつ従来技術のシステムおよびデバイスに比べ
て大きな利点を有するが、ポンプモジュールのコンポーネントを最小限に抑えることが有
益であろう。というのは、ポンプは、最も、デバイスの中で故障して交換が必要になりか
つ／またはその廃棄が必要となる汚染状態となりがちな構造体であると考えられるからで
ある。
【０００８】
　さらに、障害が発生した場合に、ポンプモジュールのスイッチを切るのにかかる時間を
最小化することが有益であろう。
【０００９】
　最後に、デバイスの状態を確認するために臨床医または医師にとって必要な時間を最小
にすることも有益であろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０２９９３０６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上記およびその他の解題を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一実施形態においては、本発明は、負圧創傷治療包帯と共に使用するためのデ
バイスを対象とし、当該デバイスは、ハウジング、ＣＰＵおよびサポート電子装備を有す
る回路基板、チェックバルブおよび圧力センサーを含むコントローラーモジュールを有す
る。当該デバイスはまた、ポンプおよび動力源（電源）を含むポンプモジュールを含む。
当該ポンプモジュールは、好ましくは、ハウジング内に取り外し可能に収容される。
【００１３】
　本明細書中で使用するように、「モジュール」とは、例えばハウジング内に収容され、
かつ、完全に機能するデバイスを形成するように一つ以上のその他のモジュールと接続さ
れるよう構成されたコンポーネントの選択肢を意味する。さらに、本明細書中で説明する
ように、ポンプモジュールが（好ましくは例えば第２のハウジング内で）ポンプを含むも
のとして説明されるとき、それは、ポンプ全体がポンプモジュール（またはハウジング）
内に収容されていることを意味する。これは、ポンプヘッドがポンプ駆動要素から分離さ
れ、かつ、それぞれが別々のモジュール（またはハウジング）内に収容された上記従来型
システムとは対照的である。
【００１４】
　本発明の上記およびその他の実施形態に係るデバイスは数多くの利点を提供すると考え
られる。
【００１５】
　まず、このようなデバイスは、ポンプモジュール内の材料の量およびコンポーネントを
最小にする。上述したように、ポンプは、最も、故障しかつ／または汚染された状態とな
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りがちな構造体であると考えられている。したがって、そのようなデバイスは、デバイス
全体を処分することを要さずに、必要なときに、デバイス内に新しいポンプモジュールを
挿入することを可能にする。
【００１６】
　さらに、開示されるポンプモジュールは、ポンプモジュールから多くの電子装備および
その他のコンポーネントを取り除きかつポンプモジュールは廃棄可能である一方で再利用
可能なコントローラーモジュール内にそれらを配置することで、廃棄物、特に電子廃棄物
の量を最小限に抑えることができる。
【００１７】
　さらに、そのようなデバイスは、かなりの経済的な利益をもたらす。というのは、カン
パニー（例えば、病院、ケアセンター、特別養護老人ホーム、医療供給者など）は、コン
トローラーモジュールの僅かな供給と比べて、ポンプモジュールの大規模な供給を維持で
きるからである。ポンプモジュールは容易に廃棄することができ、一方、コントローラー
モジュールは、異なる患者と共に、あるいは異なる負圧創傷治療処置のため再利用される
。したがって、個々のポンプの故障および／または汚染は、デバイス全体の廃棄を、そし
てそれに関連付けられた投資の損失を必要としない。
【００１８】
　さらに、ポンプがポンプヘッドおよびポンプ駆動要素へと分離されるデバイスでは、良
好なシールがポンプの二つの部材間に必要とされる。本明細書で説明したようなデバイス
は、モジュールが接続される度に、この付加的なタイプのシールをポンプ内に形成するこ
とを必要としない。これは、このシールが機能不全となったり、破損状態となったりする
可能性を、あるいはさもなければ、ポンプヘッドが交換される度に完全なシールが形成さ
れたことをユーザーが確認する必要性を排除する。
【００１９】
　本発明の別の実施形態においては、本発明は、負圧創傷治療包帯と共に使用するための
デバイスを対象とし、当該デバイスは、コントローラーモジュール、ポンプモジュール、
そしてポンプモジュールに対してコントローラーモジュールを接続するためのコネクター
とを有し、当該コネクターは物理的接続および空気接続を提供する。コネクターは、コン
トローラーモジュール内で容易にアクセス可能な（すなわち部分的に露出状態である）プ
ッシュボタン／クイックリリースコネクターであることが好ましい。
【００２０】
　この実施形態では、コントローラーモジュールとポンプモジュールとは、上述したもの
と同様の形態を有することができる。あるいは、それらは異なる形態を有していてもよい
。
【００２１】
　本発明の上記及びその他の実施形態に係るデバイスはまた、数多くのその他の利点を提
供すると考えられる。
【００２２】
　このようなデバイスは、コントローラーモジュールからポンプモジュールを変更するの
に必要な時間および労力を最小限にするであろう。ポンプモジュールを取り外すためには
、コントローラーモジュールを分解したり、ネジを取り外したりするのではなく、単にコ
ネクターを押し下げればよい（プッシュボタン／クイックリリース型コネクターの場合）
。
【００２３】
　ポンプモジュールの迅速かつ容易な取り外しは、ポンプモジュールを交換するのに必要
な時間を最小限に抑え、したがって、モジュールの交換が負圧創傷治療処置に影響を与え
得る時間を最小限に抑える。
【００２４】
　本発明のさらに別の実施形態において、本発明は、負圧創傷治療包帯と共に使用するた
めのデバイスを対象とし、当該デバイスは、ハウジングおよび視覚的インジケータを含む
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コントローラーモジュールとポンプモジュールとを有する。視覚的インジケータは、５フ
ィートよりも大きな、好ましくは１０～１５フィートの距離で、デバイスの状態の指標を
提供する。
【００２５】
　本発明のこの実施形態では、コントローラーモジュールおよびポンプモジュールは、上
述した形態を含むことができる。さらに、この実施形態もまた、上述した接続を含むこと
ができる。
【００２６】
　本発明の上記およびその他の実施形態に係るデバイスはまた、数多くの利点を提供する
と考えられる。
【００２７】
　特に、少なくとも５フィート離れた人に状態を知らせるために視覚的なインジケータを
可能にすることで、特別養護老人ホームあるいは病院（ここでは監視者は数多くの部屋で
数多くのデバイスをチェックする必要がある）の看護師といった監視者にとっては時間お
よびエネルギーが節約されるであろう。そのようなデバイスによれば、観察者は、その中
のデバイスの状態を特定するために、患者の部屋それぞれを単に一瞥するだけでよくなる
。多くの患者がいる部屋に関して、観察者にとってかなりの節約まで時間の節約を実現で
きる。さらに、可聴アラームは同じ役割を果たすことができるが、騒音が患者またはその
他の人々を悩ませかつ邪魔する環境（例えば、患者が眠っているか、ルームメートを有す
る場合、または、騒音がさもなければ混乱させかつ注意を乱すことになる場合）では、そ
うしたインジケータを使用するのは望ましくない。
【００２８】
　デバイスの一つ以上の実施形態は、ストラップを含むキャリングケース内に配置されて
もよい。このキャリングケースは、清潔さを増進するために使い捨てであってもよい。さ
らに、ストラップによって、ケースを、したがってデバイスを、例えば、ベッド、車椅子
、またはＩＶスタンドに取り付けることができるようになる。患者が自由に動き回ること
を可能とするためにケースを患者の体に取り付けることもできるように、そしてデバイス
の視覚的外観（これは患者にとって不快な感覚をもたらすことがある）を最小化するため
に、ストラップを調整可能とすることも考えられる（例えばベルト）。
【００２９】
　本発明のさらなる実施形態は、本発明に係るデバイスおよび負圧創傷治療包帯を含むキ
ットを対象とする。このキットはまた、包帯に対してデバイスを接続するためのチューブ
を含んでいてもよい。包帯は、（必ずしも必要とはされないが）包帯内で滲出液を収集し
かつ蓄えることができる。
【００３０】
　上述した本発明の態様および目的は組み合わせ可能であり、本発明の他の利点および態
様は、図面および発明の詳細な説明についての以下の記述から明らかとなるであろう。
【００３１】
　本発明は、図面と併せて以下の詳細な説明ならびに特許請求の範囲の記載からより明ら
かとなるであろう。図面は典型的な実施形態を示しているに過ぎず、したがって本発明の
範囲の制限であると解釈すべきではないことを理解し、実施形態について図面を参照して
具体的に詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一つ以上の実施形態に係るデバイスの概略正面図である。
【図２】本発明の一つ以上の実施形態に係るデバイスの概略背面図である。
【図３】本発明の一つ以上の実施形態に係るデバイスの分解斜視図である。
【図４ａ】第１の形態にあるストラップと共に本発明に係るデバイスと共に使用するため
のケースを示す図である。
【図４ｂ】第２の形態にあるストラップと共に本発明に係るデバイスと共に使用するため
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のケースを示す図である。
【図４ｃ】本発明に係るデバイスと共に使用するためのケースを示す図である。
【図５】本発明に係るキットを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本発明は多くの異なる形態で実施が可能であり、以下では、一つ以上の実施形態を図示
し、詳しく説明するが、以下の説明は本発明の原理の例示として解釈すべきであり、かつ
、本発明を図示の実施形態へと限定することを意図していない。
【００３４】
　特徴、利点、目的または同様の記述に対する、本明細書を通じての言及は、本発明によ
り実現可能な特徴および利点の全てが本発明の単一の実施形態に存在すべき、あるいは存
在することを意味するものではない。むしろ、特徴および利点に対する記述は、ある実施
形態に関連して説明された特定の特徴、利点または特性が本発明の少なくとも一つの実施
形態に含まれることを意味するものと理解すべきである。したがって、本明細書を通じて
の特徴および利点、および同様の記述の説明は、必ずしもではないが、同じ実施形態に関
連してもよい。
【００３５】
　図面に示されるように、本発明は、コントローラーモジュール１２と、ポンプモジュー
ル１４とを有するデバイス１０を対象とする。
【００３６】
　ポンプモジュール１４は、好ましくは、コントローラーモジュール１２内に、さらに詳
しくはコントローラーモジュール１２のハウジング１６内に取り外し可能に収容され、そ
して最も好ましくは、ハウジング１６内にスライド可能に収容される。
【００３７】
　本発明の特定の実施形態において、デバイス１０は、物理的接続および空気接続の両方
を実現するコネクター１８を含む。物理的接続は、ポンプモジュール１４を適所にて保持
するために機能する。空気接続は、デバイス１０から負圧創傷治療包帯１００への負圧の
伝達を可能とするために機能する。
【００３８】
　コネクター１８は、このコネクター１８が必要な物理的および空気接続を提供し、同時
に、相対的に素早い分離を可能とする限り、締まり嵌め、スナップ嵌め、摩擦嵌め、およ
びその他の連結機構および構造を含むことができる。
【００３９】
　コネクター１８は、それが容易にアクセス可能であるように、ハウジング１６内で部分
的に露出させられることが好ましい。最も好ましい実施形態では、コネクター１８はクイ
ックリリースコネクターである。この場合、コネクター１８は、コントローラーモジュー
ル１２のハウジング１６の開口２２を通して部分的にのみ露出させることが可能な、コン
トローラーモジュール１２のハウジング１６の内部に配置されたボタン２０を備える。
【００４０】
　コントローラーモジュール１２はまた、ＣＰＵおよびその他のサポート電子装備、チェ
ックバルブ２６および圧力センサー２８（好ましくは全てハウジング１６内に収容される
）を備えた回路基板２４を含むことができる。チェックバルブ２６は、創傷部位において
圧力を維持するのを助ける。圧力センサー２８は、負圧が創傷部位に伝わり始めたことを
特定する。
【００４１】
　コントローラーモジュール１２はまた、デバイス１０の相互作用および制御を可能とす
るためのボタン３０を含むことができる。例えば、デバイス１０には三つのボタン２６、
すなわち電源用のもの、設定を選択しかつ調整するためのもの、そしてデバイス１０をロ
ックするためのものが設けられていてもよい。
【００４２】
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　さらに、本発明のある実施形態では、デバイス１０の状態を知らせるために、コントロ
ーラーモジュール１２はまた、一つ以上の視覚的なインジケータ３２、例えばＬＥＤ、レ
ンズを備えたスルーホールＬＥＤ，その他の点灯アイコン／バックライトＬＥＤ、あるい
はその他のライトを含むことができる。好ましくは、視覚的なインジケータ２８は、５フ
ィートよりも大きな、好ましくは１０～１５フィートの距離で状態を提供する。これは、
例えばデバイス１０まで歩み寄ることを要さずに、デバイス１０が臨床医またはその他の
医師に指示を提供することを可能とするであろう。示された状態は、「オフ」、「オン」
、「ポンプモードオン」、「リーク検出」、「低バッテリー検出」、「不明なエラー検出
」、または負圧創傷治療の提供においてデバイス１０の使用に対する関係事項を提供する
ために関連すると考えられ得る、その他の状態を含むことができる。
【００４３】
　最後に、コントローラーモジュール１２はまた、好ましくは、コントローラーモジュー
ル１２の適切な構造体（チェックバルブ２６、圧力センサー２８）へと、そして最終的に
は負圧創傷治療包帯１００へと、デバイス１０からの負圧を伝達するためのチューブ３４
、パイプおよびジョイント３６を含んでいてもよい。
【００４４】
　ポンプモジュール１４に目を向けると、このポンプモジュール１４は、ポンプ３８およ
び電源（動力源）４０を含むことができる。ポンプ３８は、負圧創傷治療処置において使
用される負圧を提供する。デバイス１０がポータブル式であり、コンセントから電力を必
要としないことが好ましく、したがって電源４０はバッテリー、例えば３ＡＡバッテリー
であってもよい。
【００４５】
　ポンプモジュール１４の上記構造は、その他と同様、ポンプモジュール１４のハウジン
グ４２内に収容されてもよい。ハウジング４２は、好ましくは、コントローラーモジュー
ル１２のハウジング１６によって収容される。さらに、上述したように、ポンプモジュー
ルの１４／ハウジング４２は、コネクター１８と共にコントローラーモジュール１２のハ
ウジング１６内で保持されてもよい。
【００４６】
　一つ以上のスプリング４４が、ポンプモジュール１４の取り外しを促進するために、コ
ントローラーモジュール１２内に配置されてもよい。図示のようにスプリング４４は、コ
ネクター１８が分離させられるとポンプモジュール１４がコントローラーモジュール１２
のハウジング１６から押し出されるように、それらが、コントローラーモジュール１２の
ハウジング１６からポンプモジュール１４を移動させるための力を提供するように構成さ
れてもよい。
【００４７】
　さらに、ポンプモジュール１４とコントローラーモジュール１２とは、電源４０からコ
ントローラーモジュール１２へと電力を伝達するための、そしてポンプ３８とコントロー
ラーモジュール１２内のＣＰＵ／電子装備２４との間の通信を可能とするための相補的に
構成された電気コネクター４６を有していてもよい。例えば、１２ピンＰＣＢコネクター
を利用することができる。
【００４８】
　このようにして、負圧がポンプ３８によって形成され、そしてコントローラーモジュー
ル１２へとコネクター１８を介して伝達される。コントローラーモジュール１２において
は、負圧は、パイプおよびジョイント３６を介して、チェックバルブ２６および圧力セン
サー２８を経て伝達される。最後に、負圧は、負圧創傷治療包帯１００へと、例えばポー
ト４８を介して、コントローラーモジュール１２（およびデバイス１０）から伝達される
。
【００４９】
　デバイス１０はケース２００に配置されることが考えられる。図４ａないし図４ｃを参
照されたい。デバイス１０は、異なる時間にではあるが、複数の患者と共に使用されるこ
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とを意図されているので、ケース２００が患者間に配置されることが好ましい。ケース２
００は、デバイス１０を取り付けるためにストラップ２０２を含むことができる。ストラ
ップ２０２は、例えばベルト、ベッド、車椅子、ＩＶポールなどの、さまざまな異なるも
のにケースおよびデバイスを取り付けることを可能とするために調整可能であってもよい
。例えば、日中、デバイス１０はベルトで患者に装着することができる。夕方以降は、そ
れはベッドに取り付けることができる。それがベッドに取り付けられる場合、医師または
臨床医がその状態を知るために、ある距離からデバイス１０を見るだけでよいように、デ
バイス１０が視覚的インジケータ３２を含むことが好ましい。
【００５０】
　最後に、デバイス１０が負圧創傷治療包帯１００を含むキット３００に装備されること
がさらに考えられる。好ましくは、キット３００は、デバイス１０を（好ましくはポート
４８を経て）、例えば包帯１００の第２のポート１０４に対して接続するためのチューブ
１０２を含む。
【００５１】
　包帯内で滲出液を収集し蓄える負圧創傷治療包帯に関連して使用されるものとして本発
明のさまざまな実施形態を説明してきたが、当業者には明らかであるように、本発明の実
施形態は、望ましい場合、収集デバイス（キャニスター、フラスコなど）およびコネクタ
ーを備えた付加的チューブを利用することにより、包帯内で滲出液を収集し蓄えない外部
収集デバイスおよび包帯と共に使用することができる。
【００５２】
　上述したように、本発明の一つ以上の実施形態に係るデバイスは、負圧創傷治療を提供
する分野において、多くの利益および利点を提供すると考えられる。
【００５３】
　本明細書で説明した本発明のさらなる実施形態は当業者には予測可能であり、かつ、本
発明の範囲は開示された実施形態に限定されるものでないことは明らかである。本発明の
特定の実施形態を図示および説明してきたが、数多くの変更が本発明の趣旨から逸脱する
ことなく可能であり、保護の範囲は特許請求の範囲によってのみ限定される。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　デバイス
　１２　コントローラーモジュール
　１４　ポンプモジュール
　１６　ハウジング
　１８　コネクター
　２０　ボタン
　２２　開口
　２４　回路基板
　２６　チェックバルブ
　２８　圧力センサー
　３０　ボタン
　３２　視覚的インジケータ
　３４　チューブ
　３６　ジョイント
　３８　ポンプ
　４０　電源
　４２　ハウジング
　４４　スプリング
　４６　電気コネクター
　４８　ポート
　１００　包帯
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　１０２　チューブ
　１０４　第２のポート
　２００　ケース
　２０２　ストラップ
　３００　キット

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図４Ｃ】 【図５】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年1月23日(2014.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負圧創傷治療包帯と共に使用するためのデバイスであって、前記デバイスは、
　　コントローラーモジュールであって、ポンプモジュールを収容しかつ取り囲むよう構
成された内部空間を形成する外面を備えたハウジングと、ＣＰＵおよびサポート電子装備
を有する回路基板と、チェックバルブと、圧力センサーと、を含むコントローラーモジュ
ールを具備し、
　前記ポンプモジュールはポンプおよび動力源を含み、
　前記ポンプモジュールは前記ハウジング内に取り外し可能に収容されるよう構成される
ことを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　前記ポンプモジュールに対して前記コントローラーモジュールを接続するためのコネク
ターをさらに具備し、前記コネクターは物理的接続および空気接続を提供するよう構成さ
れることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記ポンプモジュールはハウジングを含み、かつ、前記ポンプおよび動力源は前記ポン
プモジュールの前記ハウジング内に収容されることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記コントローラーモジュールの前記ハウジングは、前記ポンプモジュールの前記ハウ
ジングをスライド可能に収容するよう構成されることを特徴とする請求項３に記載のデバ
イス。
【請求項５】
　前記コネクターはボタンリリースを含むことを特徴とする請求項２に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記コントローラーモジュールの前記ハウジングは開口を含み、かつ、前記ボタンリリ
ースは前記開口を経てアクセス可能であることを特徴とする請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記ポンプは、前記コントローラーモジュールへと伝達されかつ前記コントローラーモ
ジュールの前記ハウジングにおけるポートを経てコントローラーモジュールを出る負圧を
形成するよう構成されることを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載
のデバイス。
【請求項８】
　前記コントローラーモジュールはさらに、前記デバイスの状態の指標を提供するよう構
成された少なくとも一つの視覚的インジケータを含むことを特徴とする請求項１ないし請
求項７のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記デバイスを取り外し可能に収容するよう構成されると共に複数の異なるアイテム上
に前記ケースを取り付けることを可能とするための調節可能なストラップを有するケース
を、さらに具備することを特徴とする請求項１ないし請求項８のいずれか１項に記載のデ
バイス。
【請求項１０】
　前記コントローラーモジュールから離れるように前記ポンプモジュールに力を付与する
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よう構成された、前記コントローラーモジュールの前記ハウジング内の少なくとも一つの
スプリングを、さらに具備することを特徴とする請求項１ないし請求項９のいずれか１項
に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記コントローラーモジュールの前記ハウジング内に少なくとも一つのスプリングを、
さらに具備し、前記コネクターが係合解除されたとき、前記少なくとも一つのスプリング
は、前記コントローラーモジュールから離れるように前記ポンプモジュールを移動させる
ために前記ポンプモジュールに力を付与するよう構成されることを特徴とする請求項２に
記載のデバイス。
【請求項１２】
　キットであって、
　　コントローラーモジュールであって、ポンプモジュールを収容しかつ取り囲むよう構
成された内部空間を形成する外面を備えたハウジングと、ＣＰＵおよびサポート電子装備
を有する回路基板と、チェックバルブと、圧力センサーと、を含むコントローラーモジュ
ールを含むデバイスと、
　　負圧創傷治療包帯と、を具備し、
　前記ポンプモジュールはポンプおよび動力源を含み、前記ポンプモジュールは前記ハウ
ジング内に取り外し可能に収容されるよう構成されることを特徴とするキット。
【請求項１３】
　前記負圧創傷治療包帯は、前記包帯内で滲出液を収集しかつ蓄えるよう構成されること
を特徴とする請求項１２に記載のキット。
【請求項１４】
　前記負圧創傷治療包帯に対して前記デバイスを接続するためのチューブをさらに具備す
ることを特徴とする請求項１２または請求項１３に記載のキット。
【請求項１５】
　使用時、前記デバイスは、滲出液を収集しかつ蓄えるためのキャニスターに対して接続
されないことを特徴とする請求項１２に記載のキット。
【請求項１６】
　本明細書中で説明したようなデバイス。
【請求項１７】
　本明細書中で説明した一つ以上の実施態様に係るデバイス。
【請求項１８】
　負圧創傷治療包帯を備えた本明細書で説明したようなデバイスを有するキット。
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